子育て支援センター ひまわりの丘

午前9時〜午後9時

3月19日

午前10時〜11時30分

吉川桜ＭＡＰを配布しています

3月19日 〜21日

新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ

夜桜を楽しもう

午前10時〜正午
展示期間

費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオル
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
を直します 費用:部品代が掛かる場合もあり
展示場所:共生プラザ(2階) 募集数:1人1点(先着10人)
申込:直接､市民活動サポートセンターへ(チラシなどの
募集要項をご確認ください)
場所:セミナールーム3 対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)
定員:15人 申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ

吉川市内の桜の見どころを紹

午前10時30分〜11時30分

3月17日

例年︑関公園にて開催してい
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細

介した吉川桜ＭＡＰを市内公共

19

詳

るさくらまつりは︑新型コロナ

ウエルカムおあしす
展示絵画(A3以下の画用紙など
使用)募集中！
ミニ映画会
｢劇場版ムーミン｣
〜18ページに続きます〜

時

施設にて配布しています︒市ホ

おもちゃの病院

日

①毎週 (3月31日除く) 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
②毎週 (3月25日除く) 定員:15人

ウイルス感染拡大防止のため出

983･5500

ームページからもご覧いただけ

☎984･1888

店とステージイベントは中止と

きよみ野1 1

開館時間／午前9時〜午後9時(市民活動サポートセンターは午後6時まで)※おあしす利用申し込みは午後8時まで
【休館日】3月2日 ･16日

ます︒

おあしす･市民活動サポートセンター

すべての方が2回目の接種から6カ月経過した日から接種可能です

981・5392

なりました︒

わが子だけ？はてな広場〜集団に 4月6日
入りにくいちびっ子たち集まれ〜 午前10時〜正午
※予約優先
午後1時〜3時

関公園の東側の第二ポケット

正午､午後1時〜3時
3月26日 午前10時〜
正午､午後1時〜3時

内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪※保健師
は来ません 対象:乳幼児とその保護者
内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
もぜひどうぞ♪ 対象:乳幼児とその保護者
内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子
だけ？｣と困っている方、先輩ママと話してみませんか？
対象:乳幼児とその保護者

パークの桜のライトアップのみ

3月25日 午前10時〜

桜MAPを片手に市内の桜を巡っ
てみよう。

問合せ

3月22日

赤ちゃんのためのふれあいタイム♪
午前10時〜正午
※予約優先
午後1時〜3時

実施します︒

時

､4月4日
詳
細
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃんとふ
れあい遊びしましょう♪ 申込:3月3日 より電話
または直接､窓口へ※オンラインでの参加をご希望
の方は右記QRコードからお申し込みください

〜４月

祝 (3月26日､4月9日除く)､3月14日

23

日

☎971･8865

３月

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

期間・時間

中央子育て支援センター ぴこの森

よしかわ観光協会
インスタグラム

商工課
☎982・9697

インスタグラムで情報発信

午前10時〜11時30分

場所:視聴覚ライブラリー 内容:わらべ歌､集団遊び､読
み聞かせなど 対象:乳幼児とその保護者 定員:10組
申込:電話または直接､窓口へ

桜の開花に合わせて︑よしか

午前10時30分〜正午

わ観光協会のインスタグラムで

4月21日

午前10時〜正午

市内の桜を紹介します︒

出前講座｢ふわふわタイム｣
※要予約

内容:ゼロパパによる､ゼロパパ向け企画！0歳児のパパ同士
でお話しませんか？ 対象:0歳児とパパ(ママも一
緒にどうぞ♪) 申込:電話､メールまたは直接､窓口
へ※右記QRコードからもお申し込みいただけます
内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流
対象:外国出身のママパパ､国際交流に興味のある方

また︑市民の皆さんもハッシ

3月28日

フォロー
してね！

ュタグ よ
｢ しかわのさくら を
｣付
けて︑おすすめの桜の写真を投

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

一昨年のポケットパークでのライトアップ

稿してください︒すてきな写真

時

･18日
詳
細
内容:ママの身体に優しいおんぶ紐選びや赤ちゃんとのふ
ごうや
なおこ
れあい遊びを体験してみよう♪(講師:強矢 奈保子氏)
対象:もうすぐママパパになる方(赤ちゃんとママパパもど
うぞ) 定員:7組 申込:電話または直接､窓口へ

は観光協会のアカウントでリポ

3月19日

☎983･5267

・午後６時〜９時

美南4-17-3(美南小学校内)
祝 (3月12日･19日除く)､3月14日

６日

細

ストさせていただきます︒

休館日】
日

ゼロパパのつどい
※予約優先

イベント
運動教室
①ピラティス
②やさしいヨーガ

桜のライトアップを行います

場所:子ども室 内容:遊びの提供､午前11時からは①先輩
ママの外国語で遊ぼう②ファミサポよろず相談 対象:乳幼
午前10時30分〜11時
児とその保護者 定員:5組 申込:電話または直接､窓口へ
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者
3月23日 ､4月27日
午前10時30分〜11時30分 定員:5組 持物:バスタオル 申込:電話または直接､窓口へ
場所:子ども室 対象:乳児とその保護者 定員:5組
4月4日
申込:電話または直接､窓口へ
午前10時15分〜11時
場所:おあしすフィットネスルーム 対象:乳幼児とその
4月22日
保護者 定員:10組程度 申込:電話または直接､窓口へ
午前10時〜11時

プレママプレパパデビューサロ
ン｢抱っこ･おんぶのお話と赤ち 3月12日
ゃんふれあい遊び｣(限定サロン) 午前10時30分〜11時30分
※要予約

はかっちゃおう♪
※予約優先
ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

詳

984･6378

桜の開花状況によって期間変
※
更の場合があります︒

時

①3月11日
②4月13日

美南子育て支援センター 美南の風
開館時間／午前10時〜午後3時
イベント

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ

☎984･6377

場所 第二ポケットパーク

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長の相談)※要予約
子育て応援ひろば(簡単工作と
子育て相談)※要予約
出前講座｢なかよしタイム｣(体操
や読み聞かせ､工作など)※要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

桜を観賞する際は︑適度な距
※
離を保つなど︑感染症対策にご

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

吉川の春を感じよう

協力をお願いします︒

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
イベント
日

問合せ

公共施設からのお知らせ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967・5650 981・3881

よくある質問
Q 3回目接種に使用するワクチンの種類は何ですか？
A 吉川市で実施している接種では､1･2回目に接種したワクチンの種類に関わらず､ファイザー社
または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。
1･2回目のワクチンの種類
・ファイザー
・武田/モデルナ
・アストラゼネカ

3回目のワクチンの種類
・ファイザー
※どちらでも選択可能
・武田/モデルナ

Q 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか？
A 武田/モデルナ社ワクチンの3回目接種は､1･2回目で用いた量の半量となります｡2回目接種
後と比較して､発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています｡
※接種後の症状のうちリンパ節症は､2回目より3回目の方が多く見られます｡

Q ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか？
A 1･2回目の接種では､ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも､2回目接種から約半年後も
高い重症化予防効果が維持されています。
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1･2回目接種の効果を半年間比較した観察研究
では､武田/モデルナ社のワクチンの方が､感染予防､発症予防､重症化予防(※)の効果が有意に
高かったと報告されています｡(※)重症化予防には入院予防を含む
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